FRAGRANCE
DEPARTMENT
OEM / PUBLIC FRAGRANCE / HOTEL SUPPLY etc...
フレグランス事業部
OEM（オリジナルブランドの商品、
ノベルティなど）
ホテル、結婚式場、老人ホームなどの
パブリックスペースへの香り提供
ホテル室内でお使いいただける
消臭スプレーの提案など

ABOUT LIAM JAPAN

リアムジャパンについて
リアムジャパンは”LIAM”というブランドを運営する一方、
10年以上に渡り海外の代理店を通じてディフューザーなどのOEMを展開。
2019年よりルームフレグランス雑貨
（ディフューザー、
ルームスプレーなど）
の製造を
自社で行うことにより、小ロット・短納期が可能。
本格的に”香り”に向き合って事業を展開しています。

リアムジャパンでは
「ディフューザー」
「キャンドル」
、
「ルームスプレー」
、
「フレグランスソルト」
、
などの雑貨品を中心にOEMを承ります。
イミテーションやコンセプトに沿った香りをご提案致します。
また、
小ロットでの対応も可能です。

OEM
ITEM

- 製造可能アイテム -

その他、
ボディケア関連も
OEM承りますが、協力工場での
製造となり、
ロットも異なります。
詳しくは営業までお問い合わせ
ください。

キャンドル

ディフューザー

FLOW

ルームスプレー

ボディーソープ（液体、固体）
シャンプー
コンディショナー
ハンドクリーム
など

フレグランスソルト

- 製造から納品までの主な流れ -

製造期間約1ヶ月〜２ヶ月程度
お急ぎの場合はご相談ください！
香料とスティックなどの在庫が
有れば納期短縮も可能です。

（ディフューザー、
スプレーのみ）

初回打ち合わせ
コンセプト
香りの種類
パッケージ
お値段の希望など

初回打ち合わせ
を元に瓶の選定、
香りサンプル
（調香期間 要、
費用別途）
パッケージ案の提出

試作製造後、全てに
ご納得いただけた場合
成約後製造の開始

ご指定の場所へ納品！
製造期間

海外からの調達品が必要な場合など内容によっては納期が伸びますので、納期に余裕を持った計画でご依頼をいただきますと、
より良い物が出来るかと思います。

Q&A - よくある質問 Q : 小ロットとはどの位で出来ますか？
A : ディフューザーとルームスプレーは弊社内での製造となりますので、
精油など少量から手配が出来る物やラベル替えなどに関しては各香り30個程度から可能です。
通常、
香料の購入する単位から
「100MLで100本」
「200MLで50本」
、
「300ML~500MLで30本〜20本」程度でお願いをしております。
、
キャンドル、
フレグランスソルトは都度ご相談させていただいております。
Q : サンプル代は掛かりますか？
A : 調香が必要な場合、
調香師が調香の際に発生する費用や送料など実費でかかる分に関しましてはご請求させていただきますが、
香りをご確認いただく為のサンプル品送付などの場合はメール便など、
なるべく経費のかからない方法で請求が発生しない様に努力致します。
Q : パッケージデザインはしてもらえますか？
A : パッケージに合わせてロゴの配置や弊社内で出来るデザイン作業でしたら可能です。
しかし複雑なデザインやロゴからの作成の場合は外部デザイナーに依頼をするか、お断りをさせていただく場合がございます。
Q : ガラス瓶にプリント出来ますか？
A : 瓶に印刷となりますと、
ある程度の本数
（1000本程度※要確認）
が必要となってまいります。 小ロットの場合ですと透明に金や銀の箔印刷などを施したステッカーを貼り、
デザインを入れたりしながら、
オリジナル感を出す方法をおすすめしております。
透明以外にもレーザーカットしたロゴを瓶の首にぶら下げたり、
様々な方法で雰囲気を出す事が出来るかと思います。
Q : オリジナルの香りは出来ますか？
A : 香りは目に見えず、
言葉で表現する事が非常に難しい為、
一からのオリジナルを作る事はかなりの費用と時間を要します。
ご提案としてはご希望に近い香りをイミテーションし、
それに元に手を加え、
オリジナル感を出す方法が近道です。

香りは様々なところで印象を与えたり、
見えない演出をします。
また、
人の心を落ち着かせたり、
または抑揚させるツールのひとつです。
”パブリックフレグランス”と言うカテゴリーは公共の場や人が多く集うところなどに香り演出をご提案します。

PUBLIC FRAGRANCE
SCENE

- 導入場所 ご提案 -

HOTEL

WEDDING

- ホテル -

- 結婚式 -

海外のホテルでは多く導入されている香り演出。
ホテルに足をふみ入れた瞬間、
その雰囲気と
香りが記憶に残り、
旅の思い出と共に、
”また来たい”と思わせる効果が御座います。
使用と同時にオリジナルのディフューザーとしても
ショップなどでご販売もいただけます。
弊社ではホテルのロビーへの導入実績も
ございます。

結婚式場で重要な演出となる”花”。
フラワーシャワーにバラの香りをつける演出も
御座います。
また、
チャペルや会場でも花の香り演出、
控え室には女性はローズ、男性はシトラスなど
個々の空間に合わせての設置実績もございます。

DENTIST - 歯科 -

NURSING HOME

歯医者さんで思い浮かべるのは、
あの薬の様な香り。
大人・子供問わず、
その香りを嗅ぐと緊張される方も
おられます。
待合室に心が休まるラベンダーの香りや
夏場は爽やかなシトラス系の香りなどを
さりげなく置いていただくとお客様に治療前の
一時の安心をお届け出来るかと思います。

老人ホームでは今、認知症の対策が必要です。
認知症予防に効果が期待できるアロマが御座います。

- 老人ホーム -

昼間は皆様が集う場所にレモンとローズマリーの香り。
夜はそれぞれのお部屋にラベンダーとスイートオレンジ
の香り。
入居されている方々が元気に居られる様にアロマを
ご活用いただけます。

リアムジャパンが提案するパブリック フレグランスは広いスペースに設置できるビッグサイズのディフューザー。
家庭用の約10倍以上(100mlが一般的と仮定）
容量は1リットル以上、
スティックの長さは４５cmから50cm。
インテリア性が高い容器を使用し、花瓶の様にインテリアの一つとしてご提案します。
ホテルのロビーなどにもぴったりで、人の目も楽しませてくれるディフューザーです。
今まで大きな会場には電気式ディフューザーが多用されてきました。
しかし、
昨今のナチュラル志向、
オーガニック志向に伴い、電気を使わずに香りが楽しめ、ほのかに、
自然に香りが流れてくる
リードスティックタイプのディフューザーをリアムジャパンはお勧め致します。
なぜ、
リードスティックタイプのディフューザーをお勧めするか以下の理由です。

メリット
１、
インテリア性に優れている。
２、
電気が不要、
ランニングコストが0
３、
電気式などでは水が無くなったり、
香料を足したり、
こまめなチェックが必要ですが、
リードタイプは液体が無くなるまでメンテナンスが不要。
４、電気式は水などを使用して放散するため、中に菌やカビが繁殖する場合がある。
またカビや雑菌を防ぐ液体などは化学品が使用されている事が多く、
霧状に噴射されて
人が直接吸い込む可能性があるが、
リードタイプは揮発により香るので安全。
（溶剤はさとうきび由来のエタノール使用）
5、
電気式ディフューザーのタンク内の定期的な掃除の様なこまめなお手入れが必要ない。
6、
故障の心配が無い。

FRAGRANCES

- 香りのご提案 -

気分を高めてくれる香り

結婚式場など

華やかなフローラル系の香り
ローズ
リリー
フリージアなど

元気になるシトラス系の香り
レモン
オレンジ、
グレープフルーツなど

合成香料

ナチュラル精油

気品がある香り

ホテルのロビー
客室など

美容院
理容院

リラックスの香り

ローズ系
アンバー系
ウッディ系

ラベンダー系
ウッディ系など

気持ちを落ち着かせる香り

歯科
エステ
マッサージ店
老人ホーム

HOTEL SUPPLY
HOTEL

- ホテル -

ホテルに来られるお客様は何を求めていらっしゃるのか...。
多くのお客様は普段の生活とは違う”非現実的な時間、
空間”を楽しみに来られているのではないでしょうか。
今では当たり前の様に客室に置いてある、
消臭スプレー。
その消臭スプレーが普段使用している家に置いてある物と同じ物だと”非現実的”が一気に”現実的”な時間に変わってしまい、
ホテルとしてのイメージも保てません。
目に見えないおもてなしとしてディフューザーも空間演出に最適です。
ランニングコストも抑えられて、おしゃれでオーガニック、
または独自の香りのスプレーやディフューザーをホテルのラインナップとして
加えて見てはいかがでしょうか。

WELCOME
FRAGRANCE

GUEST ROOM
FRAGRANCE&DEODORIZE
SOLUTION / AMENITY

ホテルのロビーやホールなどの香りのおもてなし。
海外のお客様が多いホテルなどでは日本的な香りなどを
ご提案。
口コミなどのサイトでの海外の方からの評価なども期待でき、
リピーターや新規のお客様の集客アップも期待出来ます。
桜の香り、お茶の香り、お香の香りなど、
日本的で落ち着きの
ある香りや、
ホテルにあった雰囲気の香りをご提案させて
いただきます。

精油と天然発酵エタノール、
さとうきび由来の消臭成分を
使い、
オーガニックな消臭ルームスプレーを製造しております。
もちろん、
無香料タイプも製造可能。
添加物を多用し、
合成的に作られたスプレーとは異なる、
ナチュラルなスプレーをご提供します。
また、
現在オーガニック系のシャンプーやコンディショナー、
ボディーソープなどを現在開発中です。
（完成時期未定）

HOTEL EQUIPMENTS
弊社は雑貨メーカーとしての12年以上の実績がございますので、
ホテルの備品のお手伝いも可能です。
弊社のティッシュボックスの裏側に御社のロゴを入れる事も可能です。
（納期と数量要相談）
現在までホテルへの納入実績も多数あり、
一般的なインテリア備品とは異なる
ご提案もさせていただけるかと思いますので、
ご興味があるお客様は
お気軽にお問い合わせください。

CONTACT

リアムジャパン株式会社
526-0242 滋賀県長浜市三田町1767-6
TEL 0749-50-3881 / FAX 0749-50-3882
Email : liam@liam-japan.net
http://www.liam-japan.com

